
青森ヒバは、香木とも言われる香りが強い樹木です。その香りは人の心を和らげ、落ち着きを与えて健康にしてくれます。

また、陰樹である青森ヒバは、少しの光でも樹齢300年以上生きる不思議な力を持っています。

青森ヒバのある生活
青森ヒバ専門店　有限会社 村口産業

商品カタログ

青森ヒバ、樹齢300年の自然のチカラ

抗菌・防虫・防腐・防湿・防カビ
消臭・脱臭・森林浴効果

青森県
下北郡
風間浦村



わいどの木について

「わいど」とは、青森県下北半島の言葉で

「私たち」という意味があります。

「屋号：わいどの木」には、

下北半島の特産品である青森ヒバと

そこに生きる私たち＝私たちの木

という思いが込められています。

青森ヒバの魅力
「青森ヒバ」は木曾檜、秋田杉と並んで日本三大美林の一つです。

国内蓄積量の80％以上は青森県内にあり、下北半島に広く分布植生してい

ます。青森ヒバにはヒノキチオールという成分が多く含まれ、他の樹種にはない

優れた性質があります。※ヒノキチオールは、強い抗菌作用を持ちながら、安全な天然成分です。

抗菌・防虫・防腐・防湿・防カビ・消臭・脱臭・森林浴効果

建築資材の土台材としてだけでなく、独特な心地よい香りをもち、木目や木

肌の美しさから、柱をはじめとする内外装材としてもその魅力を放ちます。



内装・内壁用ヒバ塗料
コンクリート・耐火ボード・クロスにも塗れる、
ヒバ材の機能性(湿気調整効果)をもった塗料です。
水を加えて練るだけで簡単に施行できます。
※屋外や水のかかる場所への施行はお控えください。

量：1kg単位(施行面積の目安1.65㎡)　

和紙(ヒバパウダー・糸ヒバ入り)　
粉状にしたヒバ材と短い糸状のヒバ材を
漉き込んだ、障子紙や包装紙として便利な和紙です。
サイズ：970mm×640mm　

和紙(赤身ヒバチップ入り)
「貼れる木」をテーマに、赤身ヒバチップを
漉き込んだ香り豊かな和紙です。
サイズ：450mm×450mm　 

極薄生板
壁紙のように扱える厚さ2mmの板材です。
ハサミでも簡単に切ることが出来、加工も簡単に行えます。
極薄の為、施行はタッカーで固定可能です。
※この商品は抗菌効果が強い状態（半生状態）でお出ししております。

1,900mm×200mm×2mm
1,900mm×180mm×2mm
1,900mm×150mm×2mm
1,900mm×120mm×2mm

厳選！赤身ヒバチップ
ヒバ材の有効成分が多く含まれている
赤身の部分だけで出来ているチップ。
建物の床下に敷きつめて湿気調整やカビ対策に。
また、ペットスペースの快適環境づくりにも最適です。

ヒバカンナ削り
ヒバ材を薄く削りだした商品です。
非常に柔らかく、弾力性と芳香性を兼ね備えていますので、
和室畳下の湿気調整やカビ対策に効果を発揮します。
また、枕やクッションの内包材としても最適です。

ヒバパウダー
ヒバ材を細かな粉状にした商品です。
芳香成分が悪臭を包み込み消臭効果があります。
例えば、生ゴミにふりかける事で嫌な臭いが消え、
害虫も寄せ付けません。

板材
全6種類。厳選したヒバ材を床板・壁板として使い易くご用意しております。
1,850mm×100mm×10mm【節あり】 仕上げ加工済
1,850mm×100mm×15mm【節あり】 仕上げ加工済
1,820mm×100mm×10mm【節あり】 本実突きつけ加工済(長辺)／反り止め加工済
1,820mm×100mm×15mm【節あり】 本実突きつけ加工済(長辺)／反り止め加工済
1,820mm×100mm×10mm【無節】 本実突きつけ加工済(長辺)／反り止め加工済
1,820mm×100mm×15mm【無節】 本実突きつけ加工済(長辺・短辺)／反り止め加工済

デッキ材
全4種類。十分な強度があり、塀、枠、根太材、
デッキ材などに便利です。
※水ハケの良い仕上げ加工も承ります。

1,900mm×120mm×30mm
1,360mm×120mm×30mm
910mm×120mm×30mm
610mm×120mm×30mm

断熱効果
赤身ヒバチップを床下に敷き詰めることで、
適度な通気性を保ちながら断熱効果を発揮します。

吸湿効果
自然木が持つ調湿効果で一年を通して快適に過ごせます。
湿気が多い時は水分を吸い取り、乾燥している時には水分を放出します。

抗菌・防カビ効果
青森ヒバに含まれるヒノキチオールやβドラブリンなどの有効成分は、
カビの発生や悪臭の防止に効果があります。

防虫効果
青森ヒバは、シロアリや蚊などの害虫に強く、
ゴキブリに対する忌避効果も確認されています。

当社の厳選！赤身ヒバチップは、住宅の床下を変えます。
青森ヒバの他樹種にはない優れた性質で家を守ります！住宅の床下革命！4つの効果！

わいどの木では、青森ヒバの効果をそのままに、色々な
シチュエーションでご利用頂ける12種類の素材をご提案しております。「わいどの木」青森ヒバ12種類の素材たち

製材品も各種お取り扱いしております。
ご希望のサイズをお申し付け下さい。

角 材 丸 材 集成材 板 材 床 材 壁 材 一枚板 銘木・巨木・珍木

糸ヒバ
ヒバ材を糸状に特殊加工した商品です。
有効成分に加えて弾力性もあり、
緩衝材や枕・クッション・布団などにも便利です。
量：100ｇ単位

ヒバボード
赤身ヒバチップを細かく砕き、圧縮成型した硬度と
吸湿性を備えたボードです。
サイズ： 大　300mm×300mm×10mm
 小　200mm×150mm×10mm

柾目極薄材
厳選した、ヒバ材の目の整った
美しい部分を厚さ0.2mmにスライスした商品です。
編み込んで照明器具の装飾に。
パーテーションやクラフト素材としてもどうぞ。



風呂ふた
ふたをヒバに変えるだ
けで、お風呂が心地よ
い香りに満たされます。

お風呂用品

湯玉
15ヶ入。浴槽に入れる
だけで青森ヒバの森林
浴効果でリラックス。

お風呂用品

せっけん置き
丸みのある柔らかなデ
ザイン。
縦90mm、横140mm

お風呂用品

お箸
各種取り揃えておりま
す。

キッチン用品

驚き！野菜ボックス
野菜や果物など、この
箱に入れておくだけで
驚きの長持ちに。

ヒバ爆弾
クローゼット、靴箱、キッ
チン下などの防虫・防カ
ビ・除湿対策に。

畳ベッド
仕様は2種類。青森ヒバ
畳仕様・通常畳仕様の
どちらかお選び下さい。

寝具用品

テーブル・座卓・ベンチ・
椅子など…各種
自然の風合いを活かした一点
ものから規格サイズまで、ご要
望の仕様で製作致します。

家具

風呂いす
各種取り揃えておりま
す。

お風呂用品

スノコ
お風呂だけでなく色々
なシチュエーションで使
える便利なスノコ。

お風呂用品

ヘラ
軽くて、手に馴染みま
す。

プランター
サイズは3種類。植物の
成長も助ける青森ヒバ
効果。

青森ヒバ「100%オイル」
水蒸気蒸留法で抽出さ
れた、青森ヒバ100％
のオイル。

枕
4種類ご用意。持ち運び
に便利なマット等もご
ざいます。

寝具用品

バスマット
紙のように薄くしたヒ
バ材を丁寧に編み込ん
だマット。青森ヒバが持
つ効果で足元スッキリ。

お風呂用品

風呂桶
青森ヒバの無垢材を使
用して秋田の桶職人が
製作した人気アイテム。

お風呂用品

すくってポン
湯船に浮かべた魚を網
ですくう玩具。お子様が
お風呂タイムを大好き
に。

こども用おもちゃ

おふろで魚つり
湯船に浮かべた魚を竿
で釣る玩具。お風呂タイ
ムが楽しくなります。

こども用おもちゃ

ガーデニング用品

消臭・抗菌・除湿・防カビ消臭・抗菌・除湿・防カビ 消臭・抗菌・除湿・防カビ

動物湯玉
4ヶ入。お風呂タイムが
楽しい時間に。お子様
も笑顔に。

お風呂用品

くみ桶
青森ヒバの無垢材を使
用して秋田の桶職人が
製作したアイテム。

お風呂用品

積み木
サイズは2種類。大32
ピース、小18ピース

こども用おもちゃ

まな板
無垢の一枚板で出来た
抗菌効果に優れている
アイテム。

HIBAPO
細かく砕いた赤身ヒバ
チップを鉢形に成型し
たアイテム。植物の成長
も助ける青森ヒバ効果。

ガーデニング用品

シューズ木―パー
サイズは3種類。靴の中
に入れておくだけで消
臭・抗菌。

ベッド
ドライバー1本で組み立
て出来て簡単。ヘッド
ボード付もございます。

寝具用品

キッチン用品 キッチン用品

キッチン用品

「わいどの木」青森ヒバ製品
青森ヒバを暮らしの中に取り入れてみませんか？

青森が誇る、貴重な青森ヒバの素材を活かした家具。

掲載アイテム以外もございます。
詳しくはお問い合わせ下さい。



有限会社 村口産業
〒039-4502 青森県下北郡風間浦村大字易国間字大川目6番地7

TEL（0175）35-2147　FAX（0175）35-2191　MAIL：info@ydonoki.jp

営業時間 8:30～12:00／13:00～17:00　※休業日：土日祝

ydonoki.jp

有限会社 村口産業について

青森ヒバのある生活 青森県
下北郡
風間浦村

青森県下北半島の北西部に位置する風間浦村に製材工場・販売店舗を

構える当社は、多くの魅力的な特徴を持つ「青森ヒバ」を通して、皆様の健

康的な生活や暮らしのお手伝いをさせていただいております。



価格（税別）
￥6,000

￥1,200

￥540

素材価格表 2015年8月15日 現在

■板材：販売単位は1坪(3.3㎡)

「わいどの木」青森ヒバ素材(12種類)

サイズ 価格（税別）加　工
1,850mm×100mm×10mm

■デッキ材

サイズ
1,900mm×120mm×30mm

枚　数
7枚セット

価格（税別）
￥7,200

1,360mm×120mm×30mm 6枚セット ￥3,900

910mm×120mm×30mm 10枚セット ￥3,900

610mm×120mm×30mm 20枚セット ￥4,000

¥10,000／坪仕上げ加工済

1,850mm×100mm×15mm ¥12,000／坪仕上げ加工済

1,820mm×100mm×10mm ¥16,000／坪本実突きつけ加工済(長辺)／反り止め加工済

1,820mm×100mm×15mm ¥18,000／坪本実突きつけ加工済(長辺)／反り止め加工済

1,820mm×100mm×10mm ¥24,000／坪本実突きつけ加工済(長辺)／反り止め加工済

1,820mm×100mm×15mm ¥29,000／坪本実突きつけ加工済(長辺・短辺)／反り止め加工済

内　容
梱包枚数：18枚

梱包枚数：18枚

梱包枚数：18枚

梱包枚数：18枚

梱包枚数：18枚

梱包枚数：18枚

節
節あり

節あり

節あり

節あり

無節

無節

■厳選！赤身ヒバチップ

容　量
8kg／袋　2袋セット

3kg／箱

小袋(600g前後入り) 

■ヒバボード

サイズ
300mm×300mm×10mm

価格（税別）
￥1,200／枚

200mm×150mm×10mm ￥600／枚

■極薄生板　※板幅は板全長の中央部で計測したおおよその数値です。

サイズ
1,900mm×約200mm×約3mm

価格（税別）
￥1,500／枚

1,900mm×約180mm×約3mm ￥1,400／枚

1,900mm×約150mm×約3mm ￥1,200／枚

1,900mm×約120mm×約3mm ￥1,000／枚

価格（税別）
￥720／枚

■柾目極薄材

サイズ
1,900mm×100mm×0.2mm

価格（税別）
￥6,000

■内装・内壁用ヒバ塗料

容　量
1kg(施行面積目安1.65㎡) 

￥600100g(お試し用) 

価格（税別）
￥6,000

■ヒバパウダー

容　量
8kg／袋　2袋セット

￥1,2003kg／箱

￥540小袋(600g前後入り)

価格（税別）
￥3,000

■ヒバカンナ削り

容　量
1.5kg／袋　2袋セット

￥9600.5kg／箱

￥320小袋(170g前後入り)

価格（税別）
￥250

■糸ヒバ

容　量
100g

価格（税別）
￥960／枚

■和紙(赤身ヒバチップ入り)

サイズ
450mm×450mm

価格（税別）
￥360／枚

■和紙(ヒバパウダー入り)

サイズ
970mm×640mm



製品価格表

■シューズ木ーパー

サイズ
S(15cm)

価格（税別）
￥600／個

M(18cm) ￥720／個

L (21cm) ￥960／個

■まな板（重厚！まな板）

サイズ
大　縦240mm×横510mm×厚さ34mm

価格（税別）
￥5,520／枚

中　縦210mm×横450mm×厚さ34mm ￥4,320／枚

小　縦180mm×横360mm×厚さ34mm ￥3,120／枚

■まな板（うす型！まな板）

サイズ
大　縦240mm×横380mm×厚さ15mm

価格（税別）
￥3,000／枚

中　縦210mm×横350mm×厚さ15mm ￥2,400／枚

小　縦180mm×横300mm×厚さ15mm ￥1,800／枚

■お箸

サイズ
長さ280mm

価格（税別）
￥180／膳

長さ330mm

種　類
菜箸

菜箸 ￥240／膳

長さ230mm下北の箸※ ￥240／膳

■ヘラ

サイズ
長さ215mm

価格（税別）
￥1,500

大　長さ340mm

種　類
ママヘラ

調理ヘラ ￥1,500

小　長さ190mm調理ヘラ ￥1,000

■枕

サイズ
大　縦350mm×横550mm

価格（税別）
￥4,200

小　縦250mm×横400mm

種　類
糸ヒバ枕　枕カバー付

糸ヒバ枕　枕カバー付

種　類
ヘッドボード　なし

￥3,360

縦300mm×横500mmくぼみ枕(ヒバパウダー入り)※ ￥3,600

縦200mm×横400mm下北発-東京行 ￥1,200

長さ230mm ￥1,200大人用箸10膳セット

長さ200mm ￥600子ども用箸5膳セット

￥960箸置き5個セット

■風呂いす

サイズ
特大　縦180mm×横320mm×高さ320mm

価格（税別）
￥8,640／個

大　縦180mm×横300mm×高さ230mm ￥5,400／個

小　縦180mm×横250mm×高さ160mm ￥4,560／個

シンプル　縦180mm×横300mm×高さ230mm ￥4,800／個

価格（税別）
￥15,000／枚

■バスマット

サイズ
縦320mm×横650mm

価格（税別）
￥2,000／枚

■風呂ふた　※オーダーメイドです。長さは750mm以内でご指定ください。

サイズ
幅200mm　厚さ18mm　長さ750mm以内※

価格（税別）
￥4,800／枚

■スノコ

サイズ
縦630mm×横850mm×高さ45mm(板厚15mm)

価格（税別）
￥960／個

■せっけん置き

サイズ
90mm×140mm×22mm

価格（税別）
￥1,200

■湯玉

容　量
15ヶ入り

価格（税別）
￥1,200

■動物湯玉

容　量
4ヶ入り

価格（税別）
￥6,000

■積み木

容　量
大　32ピース

￥3,360小　18ピース

価格（税別）
￥3,600

■プランター

サイズ
大　縦250mm×横700mm×高さ200mm

￥2,400小　縦250mm×横370mm×高さ200mm

￥960ミニ　縦150mm×横150mm×高さ120mm

価格（税別）
￥1,800

■HIBA PO

サイズ
大　直径150mm×高さ180mm

￥1,440小　直径120mm×高さ130mm

価格（税別）
￥3,120

■すくってポン

価格（税別）
￥2,640

■おふろで魚つり

価格（税別）

￥11,000／個

■風呂桶

サイズ

外寸：直径240mm×高さ105mm
内寸：直径210mm×高さ80mm

価格（税別）

￥12,000／個

■くみ桶

サイズ

外寸：直径180mm×高さ245mm(桶高さ115mm)
内寸：直径153mm×高さ90mm

価格（税別）
￥240／個

■ヒバ爆弾

価格（税別）
￥1,800／個

■青森ヒバ「100%オイル」

■驚き！野菜ボックス　※「ヒバカンナ削り」が入った袋付

サイズ
縦320mm×横320mm×高さ150mm

価格（税別）
￥4,560／個

■ベッド　※お客様ご自身で組み立てられるようにデザインされています。　※青森ヒバ畳仕様の価格はお問い合わせください。

サイズ
縦2,000mm×横1,000mm×高さ300mm

価格（税別）
￥96,000

ヘッドボード　あり 縦2,000mm×横1,000mm×高さ300mm ￥120,000

畳ベッド(通常畳仕様) 縦2,100mm×横1,000mm×高さ400mm ￥120,000

※くぼみ枕には、カバーは付属しません。

※下北半島をイメージできる絵柄が各箸袋にデザインされています。

「津軽海峡のイカ」「尻屋崎の寒立馬」「大間のマグロ」「北限の猿」

2015年8月15日 現在




